
平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 立命館慶祥 3 前田　知哉 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 高3
ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 高校 5 業天　一生 ｷﾞｮｳﾃﾝ ｲｯｾｲ 高2

6 老松　　渉 ｵｲﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高2
4 渡邊　忠史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 高3

4 宇和島東 1635 松下　昂介 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｽｹ 高2
ｳﾜｼﾏﾋｶﾞｼ 高校 1637 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ 高3

1634 沖　　良彦 ｵｷ ﾖｼﾋｺ 高3
1636 深田　義郎 ﾌｶﾀ ﾖｼﾛｳ 高2

5 高松商業 1644 坂東　知樹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 高3
ﾀｶﾏﾂｼｮｳ 高校 1645 松永　吉弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 高3

1647 白井　　僚 ｼﾗｲ ﾘｮｳ 高1
1646 森　　崇晃 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ 高2

6 北見柏陽 39 水戸　隆裕 ﾐﾄ ﾀｶﾋﾛ 高2
ｷﾀﾐﾊｸﾖｳ 高校 40 小林　裕輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 高2

36 末吉　直矢 ｽｴﾖｼ ﾅｵﾔ 高3
37 水野　一輝 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 高1

7

8
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 熊谷 387 鈴木　厚資 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 高3

ｸﾏｶﾞﾔ 高校 384 梶山　大介 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高3
385 川島　宏基 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｷ 高1
386 大橋　　昭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 高3

2 初芝 1284 花房    武 ﾊﾅﾌｻ ﾀｹｼ 高1
ﾊﾂｼﾊﾞ 高校 1285 山崎  亮太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高2

1283 長野  将隆 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾀｶ 高2
1434 西川  達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2

3 関西 1537 井村　和也 ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高3
ｶﾝｾﾞｲ 高校 1538 藤原　良輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 高3

1536 片寄　貴之 ｶﾀﾖｾ ﾀｶﾕｷ 高2
1534 大西　将明 ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ 高1

4 多度津工業 1652 渡辺　智大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高2
ﾀﾄﾞﾂｺｳｷﾞ 高校 1651 石堂　善久 ｲｼﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 高2

1650 塩崎　大介 ｼｵｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 高2
1653 浜田　祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高1

5 ルーテル学院 1762 深川　　新 ﾌｶｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 高2
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1757 曽我　一貴 ｿｶﾞ ｶｽﾞｷ 高3

1760 村上　裕紀 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 高3
1759 天野　克弘 ｱﾏﾉ ｶﾂﾋﾛ 高3

6 北陽 1289 吉本  剛亮 ﾖｼﾓﾄ ｺﾞｳｽｹ 高3
ﾎｸﾖｳ 高校 1436 杉江  良太 ｽｷﾞｴ ﾘｮｳﾀ 高2

1438 井上  裕太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 高3
1435 泉    和樹 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高2

7 県立浦和 343 上野　哲弘 ｳｴﾉ ｱｷﾋﾛ 高3
ｹﾝﾘﾂｳﾗﾜ 高校 341 丸岡　龍介 ﾏﾙｵｶ ﾘｭｳｽｹ 高1

344 植木　拓斗 ｳｴｷ ﾀｸﾄ 高2
342 小川原　亮 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 高2

8 美作 1524 竹井　栄悟 ﾀｹｲ ｴｲｺﾞ 高2
ﾐﾏｻｶ 高校 1528 杉本　賢造 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 高3

1526 原田　将徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 高3
1527 寺坂　翔平 ﾃﾗｻｶ ｼｮｳﾍｲ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 駒場 457 鶴園　淳樹 ﾂﾙｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｷ 高3

ｺﾏﾊﾞ 高校 458 冨永　祐輔 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ 高3
455 森田　一輝 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 高1
453 高際　　淳 ﾀｶｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高3

2 秋田商業 116 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 高1
ｱｷｼｮｳ 高校 114 堀岡　寛史 ﾎﾘｵｶ ﾋﾛｼ 高2

115 須田　良平 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 高1
113 鈴木　竜大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 高3

3 静岡商業 941 中嶋  倫人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾄ 高3
ｾｲｼｮｳ 高校 944 後藤  剛宏 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 高2

942 鍋田  恭平 ﾅﾍﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 高3
943 小椋    桂 ｵｸﾞﾗ ｹｲ 高2

4 日本文理 811 山口　裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 813 倉崎　直人 ｸﾗｻｷ ﾅｵﾄ 高3

812 川瀬　雅人 ｶﾜｾ ﾏｻﾄ 高2
816 北川　直弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 高1

5 堀越 564 原元　一樹 ﾊﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 高2
ﾎﾘｺｼ 高校 568 富樫　郁也 ﾄｶﾞｼ ﾌﾐﾔ 高3

565 小倉　雄二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 高2
566 新田　大将 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 高2

6 作新学院 268 関谷　直樹 ｾｷﾔ ﾅｵｷ 高3
ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝ 高校 269 斎藤　　翔 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾙ 高3

267 永田　智之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 高1
271 清水　英幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 高1

7 安積 194 白井　孝幸 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 高3
ｱｻｶ 高校 189 宮嶋　孝彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高3

190 近藤　貴将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 高3
192 宗像　真聖 ﾑﾅｶﾀ ﾏｻﾄ 高2

8 名古屋 1010 名倉  和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 高3
ﾅｺﾞﾔ 高校 1007 山口  恒央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾈﾋｻ 高3

1016 近藤  大輝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 高2
1009 園田  悠二 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 大阪工大高 1440 外村  哲也 ｿﾄﾑﾗ ﾃﾂﾔ 高3

ｵｵｻｶｺｳﾀﾞｲｺｳ 高校 1441 青木  一真 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 高3
1296 伊藤  洋成 ｲﾄｳ ﾋﾛﾅﾘ 高1
1297 豊嶋  詳平 ﾄﾖｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 高3

2 佐賀学園 1781 前田　雄仁 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ 高2
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1777 後藤　　僚 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ 高3

1776 古場　勇人 ｺﾊﾞ ﾊﾔﾄ 高1
1779 森　　啓太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 高1

3 市立沼田 1570 竹本　崇志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 高3
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 1566 椙本　涼太 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 高2

1568 中本　宗志 ﾅｶﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ 高1
1565 小林　　竜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 高2

4 長野日大 829 山口　将弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 高2
ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 高校 833 中村　洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 高3

830 酒井　太郎 ｻｶｲ ﾀﾛｳ 高2
828 黒岩　健一 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ 高3

5 盛岡南 133 平賀　　大 ﾋﾗｶ ﾏｻﾙ 高3
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 129 藤原　　純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 高2

131 藤川　尚弥 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾔ 高2
123 阿部　成仁 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾋﾄ 高1

6 九産大付九州 1818 入江　一気 ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ 高2
ｷｭｳｻﾝﾀﾞｲｷｭｳｼｭｳ 高校 1819 武田　晃則 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 高2

1814 稲垣　　賢 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾙ 高3
1821 遠藤　光平 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 高1

7 法政二 631 西村　崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 632 石栗　博之 ｲｼｸﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ 高3

630 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 高2
626 鎌田　智之 ｶﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ 高3

8 山梨学院 698 山崎　智史 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 高2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 701 落合　航太 ｵﾁｱｲ ｺｳﾀ 高3

696 荒川　裕介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 高3
693 遠藤　佑貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 大体大浪商 1271 冨貴  健太 ﾌｳｷ ｹﾝﾀ 高3

ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲﾅﾐｼｮｳ 高校 1264 上田  真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 高3
1267 小西    遼 ｺﾆｼ ﾊﾙｶ 高2
1450 三原　良友 ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 高2

2 山形中央 159 小笠原拓郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ 高校 158 細谷　康平 ﾎｿﾔ ｺｳﾍｲ 高3

160 松岡　　翼 ﾏﾂｵｶ ｻﾊﾞｻ 高1
161 松川　和樹 ﾏﾂｶﾜ ｶｽﾞｷ 高3

3 旭丘 1044 片浦  聡司 ｶﾀｳﾗ ｻﾄｼ 高2
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 1045 岩田  康佑 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 高2

1038 笠原  大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 高3
1040 曽布川大輔 ｿﾌﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 高3

4 羽黒 211 本間　洋平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 高2
ﾊｸﾞﾛ 高校 210 成田　健造 ﾅﾘﾀ ｹﾝｿﾞｳ 高2

212 伊藤　文哉 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 高1
209 菅原　　拓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 高2

5 早稲田実業 526 小林　啓介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 高2
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 524 秀熊　　潤 ﾋﾃﾞｸﾏ ｼﾞｭﾝ 高3

530 大金　　基 ｵｵｶﾞﾈ ﾓﾄｷ 高2
528 菅野　史也 ｶﾝﾉ ﾌﾐﾔ 高1

6 中京大中京 1024 舘    祐紀 ﾀﾁ ﾕｳｷ 高2
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 1020 高瀬  雅和 ﾀｶｾ ﾏｻｶｽﾞ 高3

1018 内海  陽介 ｳﾂﾐ ﾖｳｽｹ 高3
1019 糸川  景太 ｲﾄｶﾜ ｹｲﾀ 高3

7 津田学園 1091 高山  裕司 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 高2
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1088 加藤    翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 高3

1090 中    泰人 ﾅｶ ﾔｽﾄ 高2
1089 百瀬  弘祐 ﾓﾓｾ ｺｳｽｹ 高3

8 尚志学園 15 富山　広太 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 高2
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 11 米野　淳詞 ﾖﾈﾉ ｱﾂｼ 高3

18 遠藤　　樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 高1
9 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 市川 1368 田中  健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 高1

ｲﾁｶﾜ 高校 1367 巽    一晃 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｱｷ 高1
1365 近藤  真史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 高3
1362 大里健志朗 ｵｵｻﾄ ｹﾝｼﾛｳ 高3

2 日大高 592 我妻　　昂 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 594 篠原　和成 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 高1

604 猪狩　良和 ｲｶﾞﾘ ﾖｼｶｽﾞ 高3
593 岩崎　　陽 ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 高3

3 市立船橋 403 浦上　恒佑 ｳﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 高3
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 409 三島　将嵩 ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ 高1

414 高森　徹也 ﾀｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 高1
404 及川　翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 高3

4 太成学院大高 1312 伊藤  達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 高3
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1319 長田  優豪 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ 高2

1313 入谷  元基 ｲﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 高2
1323 山本  隆教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 高3

5 豊川 1076 北村    渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 1074 柳    雄人 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 高1

1072 及部  博章 ｵﾖﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 高2
1064 寺西  謙一 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ 高2

6 京都外大西 1221 武岡  辰也 ﾀｹｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1223 西尾  裕樹 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 高3

1226 荒木    慶 ｱﾗｷ ｹｲ 高2
1220 山本  哲史 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 高3

7 日大三島 907 岡村  賢人 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 904 石原  睦士 ｲｼﾊﾗ ｱﾂｼ 高2

902 渡辺  裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 高3
906 橋詰  直毅 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵｷ 高2

8 埼玉栄 357 村杉　善哉 ﾑﾗｽｷﾞ ﾖｼﾔ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 359 池谷　龍介 ｲｹﾔ ﾘｭｳｽｹ 高2

362 白石　浩明 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 高2
356 川島　和也 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾔ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 高崎商業 293 上石晃太朗 ｶﾐｲｼ ｺｳﾀﾛｳ 高1

ﾀｶｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 297 白井　　秀 ｼﾛｲ ｽｸﾞﾙ 高2
703 内田　　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 高3
294 竹　　佑介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 高3

2 近畿大附 1341 町田  将太 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 高校 1342 松井  恒索 ﾏﾂｲ ｺｳｻｸ 高3

1338 入江  陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高1
1343 山本  悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 高2

3 報徳学園 1398 山本  裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 高3
ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝ 高校 1391 浅野  智啓 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 高3

1392 小島涼太朗 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3
1393 関口  剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹｼ 高1

4 湘南工大附 577 葛原　俊輔 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 585 内田　恵太 ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 高3

582 小坂　悠真 ｺｻｶ ﾕｳﾏ 高1
584 東郷　貴之 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 高3

5 日大豊山 534 岡野　和樹 ｵｶﾉ ｶｽﾞｷ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 高校 542 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高2

540 佐藤新之助 ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 高2
537 原田　蘭丸 ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ 高3

6 東京成徳大高 488 林　　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 高3
ｾｲﾄｸﾀﾞｲ 高校 485 田口　勇太 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 高3

483 杉本　　巧 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 高3
479 貝谷　俊和 ｶｲﾔ ﾄｼｶｽﾞ 高3

7 長岡大手 788 高橋　寿弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 799 樋口　裕也 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 高2

794 青木　泰彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 高1
789 今井　聡士 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 高1

8 鹿児島実業 1721 中西　海人 ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 高2
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1718 初瀬　有志 ﾊｯｾ ﾕｳｼ 高2

1720 寺園　翔平 ﾃﾗｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ 高2
1715 日高　保孝 ﾋﾀﾞｶ ﾔｽﾅﾘ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 52 男子    800m   リレー   予選   8組 高校記録  7:25.19
大会記録  7:34.90

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 鶴岡工業 152 三浦　克成 ﾐｳﾗ ｶﾂﾅﾘ 高1

ﾂﾙｺｳ 高校 147 太田　悠貴 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 高2
151 本間　昂光 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾐﾂ 高1
148 土岐　健一 ﾄﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高2

2 九州学院 1750 上野　公志 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 高2
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 1749 池田裕二郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高2

1748 末廣　大喜 ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲｷ 高3
1746 城　光太郎 ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 高3

3 東北 187 板橋　英明 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高1
ﾄｳﾎｸ 高校 188 木村　一貴 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 高2

185 早坂　勝也 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾔ 高3
182 安達　之浩 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 高2

4 春日部共栄 313 古賀　淳也 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高3
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 306 阿由葉　寛 ｱﾕﾊ ﾋﾛｼ 高2

317 山崎泰二郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 高3
316 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 高3

5 飛龍 919 廻立  直希 ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ 高3
ﾋﾘｭｳ 高校 928 秋山  佳史 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 高2

921 木村  文則 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾉﾘ 高3
927 嶋野    光 ｼﾏﾉ ﾋｶﾙ 高2

6 西城陽 1241 山田  浩揮 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1240 若宮  裕介 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 高3

1424 杉岡  達也 ｽｷﾞｵｶ ﾀﾂﾔ 高3
1243 杉岡  郁哉 ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ 高1

7 桐光学園 667 前田　康輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高2
ﾄｳｺｳｶﾞｸｴ 高校 661 伊藤　　諒 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 高3

665 青木　勇希 ｱｵｷ ﾕｳｷ 高3
663 市川　竜也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 高2

8 武南 368 綱島　翔太 ﾂﾅｼﾏ ｼｮｳﾀ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 378 星野　太一 ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ 高1

382 本田　雅俊 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 高3
370 佐藤　嘉紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 高3
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